
（給食回数２０回）

　　 久喜市 教育委員会

平成３０年度 栗橋地区小学校

熱や力となるもの 血・肉・骨となるもの 体の調子を整えるもの

主食 飲物 おかず （きいろ） （あか） （みどり）

１日
（金）

＊かみかみこんだて

４日 牛乳 ししゃもフライ　カミカミソテー 642
（月） きりぼしだいこんのみそしる 26.2

いかナゲット

５日 牛乳 みずなのサラダ（ドレッシング） 673
（火） 〇 コーンシチュー 25.9

かんとんめん

６日 牛乳 ささみチーズはるまき 625
（水） きゅうりとだいこんのサラダ（ドレッシング） 27.7

キムチどん

７日 牛乳 ちゅうかコーンスープ 643
（木） れいとうみかん 23.0

ポークカレーライス

８日 牛乳 フルーツポンチ 722
（金） 〇 そらまめ 20.5

にくだんごのちゅうかあんかけ

１１日 牛乳 チンジャオロース 612
（月） もずくのみそしる 25.6

めくりんコロッケ（ソース）

１２日 牛乳 きゃべつのサラダ（ドレッシング） 688
（火） 〇 ミネストローネ　ヨーグルト 23.6

なすなんばんうどん

１３日 牛乳 ゼリーフライ（ソース） 667
(水） こまつなのあえもの 21.9

ギザド・デ・ポーヨ

１４日 牛乳 きゅうりのサラダ（ドレッシング） 607
（木） 〇 アヒアッコ 21.7

とりにくのマーマレードあえ

１５日 牛乳 やさいいため 642
（金） はるさめスープ 24.2

あじフライ（ソース）

１８日 牛乳 とんじる 679
（月） だいこんとこまつなのあえもの（ドレッシング） 23.3

スイートポテトコロッケ

１９日 牛乳 こんさいサラダ（ドレッシング） 681
（火） 〇 トマトのスープ 22.3

みそラーメン

２０日 牛乳 ねぎみそパオズ 603
（水） こんにゃくサラダ（ドレッシング） 27.2

レバーとポテトのオーロラソースあえ

２１日 牛乳 こまつなのおひたし 633
（木） たまねぎのみそしる 22.8

いかのチリソース

２２日 牛乳 はるさめサラダ（ドレッシング） 605
（金） ワンタンスープ 22.8

さばのカレーあげ

２５日 牛乳 ひじきのいりに 647
（月） けんちんじる 23.0

チーズオムレツ・トマトソース

２６日 牛乳 きゃべつときゅうりのサラダ（ドレッシング） 606
（火） 〇 ビゴス 25.3

きつねうどん

２７日 牛乳 しろみさかなののりごまあげ 608
（水） もやしのあえもの（ドレッシング） 24.1

ハンバーグのおろしソース

２８日 牛乳 とうふのスープ 648
（木） ジャーマンポテト 24.6

いわしのみそに

２９日 牛乳 どさんこじる 639
（金） きりぼしだいこんのベーコンに 27.3

　　☆牛乳の下に○がついた日はスプーンも持ってきてください。 644
　　☆諸般の事情により材料や献立を変更する場合があります。 24.1

　　6月分予定献立表

牛乳　いか　とりにく　スキムミルク
たまねぎ　にんじん　たまねぎ　パセリ
みずな　きゅうり　ホールコーン
きゃべつ

むぎごはん
むぎごはん　こむぎこ　パンこ
あぶら 　さとう　ごまあぶら

牛乳　ししゃも　ぶたにく　いか
こんぶ　わかめ　とうふ　みそ
あぶらあげ

日付
(曜日)

献立（こんだて）

牛乳　ぶたレバー　あぶらあげ
とうふ　みそ

だいこん　たまねぎ　にんじん　ねぎ
こまつな　ホールコーン

むぎごはん
牛乳　ぶたにく　スキムミルク
そらまめ

ごぼう　にんじん　たまねぎ　ねぎ
きりぼしだいこん

ちゅうかめ
ん

ちゅうかめん　はるまきのかわ
あぶら　じゃがいも　でんぷん
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　うずらのたまご
とりにく　チーズ

熱量(Kcal)
たんぱく質
（g）

にんじん　ちんげんさい　ねぎ　しょうが
もやし　たけのこ　きゅうり　だいこん

しょくパン
あんずジャ

ム

しょくパン　ジャム　あぶら　バター
こむぎこ　じゃがいも　ドレッシング

おべんとうのひ　　～　おべんとうづくりのおてつだいをしましょう～

はくさいきむち　しょうが　にんにく　にら
ピーマン　たまねぎ　たけのこ　にんじん
ホールコーン　こまつな　れいとうみかん

むぎごはん
むぎごはん　さとう　でんぷん
あぶら　ごまあぶら

牛乳　ぶたにく　とりにく　もずく
とうふ　みそ

ねぎ　しめじ　たけのこ　ピーマン
にんじん　しょうが

むぎごはん
むぎごはん　あぶら　ごまあぶら
さとう

たまねぎ　にんじん　トマト　にんにく
おうとう（かんづめ）　りんご（かんづめ）

むぎごはん　じゃがいも
カレールウ　あぶら
こんにゃくゼリー

牛乳　ぶたにく　たまご

牛乳　ぶたにく　あぶらあげ　おから
たまご

にんじん　なす　ねぎ　しょうが　たまねぎ
こまつな　ホールコーン

むぎごはん
むぎごはん　オリーブオイル
バター　じゃがいも　ドレッシング

牛乳　とりにく　しろいんげんまめ
ベーコン

ながねぎ　たまねぎ　マッシュルーム
トマト　ピーマン　ホールコーン　きゃべつ
きゅうり　にんにく　にんじん

地粉うどん　こむぎこ　あぶら
じゃがいも　ごま　ドレッシング地粉うどん

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
マーマレード　はるさめ

牛乳　たまご　ぶたにく　とりにく
にんじん　たまねぎ　こまつな　きゃべつ
きくらげ　ピーマン

むぎごはん
むぎごはん　こむぎこ　パンこ
あぶら　じゃがいも　ごま
ドレッシング

牛乳　あじ　みそ　とうふ
ぶたにく

だいこん　こまつな　にんじん　ごぼう
しょうが　ねぎ　きゅうり

ねぎ　しょうが　にんじん　もやし
ちんげんさい　きゅうり　にんにく

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　さといも

むぎごはん
だいこん　ばんのうねぎ　たまねぎ
パセリ　たけのこ　にら

ライスボー
ル

ライスボール　さつまいも　あぶら
こむぎこ　パンこ　バター
ドレッシング

牛乳　ぶたにく　チーズ　ベーコン
だいこん　にんじん　ブロッコリー　トマト
たまねぎ　ホールコーン　きゃべつ
きゅうり

牛乳　ぶたにく　みそ

地粉うどん　パンこ　こむぎこ
あぶら　さとう　ドレッシング

牛乳　さば　ひじき　とりにく
あぶらあげ　さつまあげ　とうふ

むぎごはん
むぎごはん　でんぷん　あぶら
さとう　じゃがいも

むぎごはん
むぎごはん　じゃがいも　さとう
でんぷん　わんたん　はるさめ
あぶら　ドレッシング

牛乳　いか　あさり　ぶたにく

月平均栄養摂取量

ツイストパ
ン

ツイストパン　じゃがいも　さとう
カレールウ　あぶら
オリーブオイル　ドレッシング

牛乳　たまご　チーズ
ぶたにく　ベーコン　フランク

たまねぎ　にんじん　きゅうり　トマト
きゃべつ　にんにく　ピーマン

むぎごはん　さとう　あぶら
でんぷん　じゃがいも　はるさめ

牛乳　ぶたにく　とりにく　ベーコン
とうふ

牛乳　あぶらあげ　とりにく　こんぶ
ほき

にんじん　たまねぎ　こまつな　ねぎ
きゅうり

だいこん　にんじん　こんにゃく　ごぼう
ねぎ

むぎごはん
むぎごはん　バター　さとう
あぶら　じゃがいも

牛乳　いわし　ベーコン　ぶたにく
こんぶ　とうふ　みそ

きりぼしだいこん　えだまめ　ごぼう
にんじん　ねぎ　ホールコーン

こどもパン
こどもパン　こむぎこ　パンこ
あぶら　じゃがいも　マカロニ
バター　ドレッシング

牛乳　ベーコン　あさり
ヨーグルト

にんじん　たまねぎ　きゃべつ　にんにく
セロリ　パセリ　トマト　きゅうり　きゃべつ

ちゅうかめ
ん

ちゅうかめん　こむぎこ　さとう
ごま　ドレッシング

きゃべつ　にんじん　ホールコーン
もやし　ねぎ　しょうが　サラダこんにゃく
にんにく　きゅうり

地粉うどん

kcal

ｇ

６月 予定

食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地 食材 産地

米 埼玉（久喜市産米） ほき ニュージーランド ひじき 長崎、韓国 大根 千葉、青森 赤ピーマン 韓国 ごぼう 茨城

パン 埼玉、アメリカ、カナダ 魚 いわし 茨城 わかめ 韓国 長ねぎ 埼玉 小松菜 茨城 ブロッコリー 埼玉

麺 埼玉、アメリカ、カナダ 類 あさり 中国 干ししいたけ 長崎、宮崎 パセリ 千葉 そら豆 千葉 玉ねぎ 佐賀、静岡

牛乳 埼玉、栃木、北海道など 白いんげん豆 北海道 水菜 茨城 しめじ 長野 にんじん 徳島

卵 うずらの卵 愛知、静岡 こんぶ 北海道 きゅうり 埼玉 ピーマン 茨城 じゃがいも 長崎、鹿児島

卵 埼玉、新潟 切干大根 宮崎 きゃべつ 埼玉、茨城 セロリ 長野 みかん 愛媛

ごま
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ｸﾞｧﾃﾏﾗ、ﾒｷ
ｼｺ他

ちんげん菜 茨城 なす 埼玉 さといも 埼玉

ししゃも アイスランド 大豆 北海道 生姜 熊本 万能ねぎ 佐賀

いか ペルー、三陸、海道 はるさめ タイ もやし 群馬 ほうれんそう 埼玉

あじ 鳥取、富山 もずく 沖縄 にんにく 青森 さつまいも 千葉

鯖 ノルウエー 豚レバー 北海道 にら 栃木 トマト 埼玉

平成３０年度　学校給食使用食材の産地　（  栗橋地区小学校　）

主
食

青
果
類

牛
乳

埼玉県の原乳が不足した場合に他県
から補填しています。
原乳については、各都道府県が検査
し安全確認をおこなっています。

魚
類

肉
類

青
果
類

青
果
類

鶏肉
北海道

青森、岩手
宮崎、鹿児島

豚肉

北海道、青森、岩
手、宮崎、鹿児
島、茨城、栃木

　
　
　
乾
物
等


